2020 年度第 8 回理事会議事録
開催日時：2020 年 1 月 14 日(木)18：30～20:30
開催場所：Zoom（Web 会議）
出席者 ：麻田、関、中本、苅谷、堀江、江平、田後、梅田、南角、西村、小寺、阪東、鶴谷、佐藤、
安彦、建内、井上、田村、伊藤、市橋
書記
：藤田
★報告事項
１、事務局：
①総務部
・公文書発行：No.88-89 後援依頼（2020 年度京滋災害対策研修会）No.90 後援名義使用承諾書（第 6 回きょ
うと地域リハビリテーションフォーラム）No.91 令和元年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告
書 No.92 令和 2 年度京都府補助金交付申請 No.93 令和 2 年度京都府補助金事前着手届 No.94-95 講師派遣依頼
（北部研修部主催新人研修会）No.96-99 講師依頼（同上）
②財務部：在会者数 2817 人（内入会手続き中 20 名）
（1 月 4 日時点）
支払方法：楽天 2176 名（内入会手続き中 5）口座振替 339 名（内入会手続き中 3）現金振込 302 名（内入会
手続き中 12）
新入会者数 265 名（内入会手続き中 20 名内 3 名は再申請（その内 2 名手続き中）
、内入会取消 7 名）
退会者数（2020/4/1～2021/1/4）50 名（任意退会 31 名（内 13 名入金後退会、未納退会 8 名、休会経過退会
11 名）
復会者数（同上）31 名、転出者数（同上）112 名、転入者数（同上）52 名
２、社会局：
①保険部
・12 月 19 日京都府保険医協会会議室にて３療法士会と保険医協会との懇談会に参加。診療報酬改定後の現
状と介護報酬改定の動向を確認。
・診療報酬関連の疑義解釈、介護報酬改定の情報提供をホームページにて掲載。
②職能部
・1 月 16 日 14:00〜 管理職ネットワークミーティングを行います。
・1 月 27 日 19:30〜 協会指定管理者（初級）研修を行います。
③公益事業部
・出張型介助教室、2021 年 2 月 20 日（土）午後 1～2 時間程度 Web 開催が決定しました。
事業計画
◆理学療法の日の関連
理学療法川柳は例年通り開催し、入選作品は HP、SNS の他、ポスターを作成し、PT や士会の啓発に利用
府民公開講座は対面でない方法で実施を検討中
◆出張型介助教室 HP や NOW で依頼を募集する。当面オンライン開催を予定。
◆医療推進協議会関連のイベントは医師会や自治体の要請があれば、理事会で検討の上、公益事業部で対応
する。
④災害対策部
1)12/13 OS 合同災害研修（京都理学療法士会後援）参加者 50 名（スタッフ含む）
WEB 開催 良かった点、課題…別紙①
2)2/4 19：00～20：30 滋京合同災害研修（WEB） 医療・介護従事者対象
・参加費 無料（前日まで申し込み可）
・テーマ「令和 2 年 7 月豪雨における JRAT 熊本活動の実際」
・講師 佐藤 亮先生（JRAT 熊本事務局 熊本県理学療法士協会理事）
・主催 京都 JRAT 滋賀 JRAT 京都理学療法士会 滋賀県理学療法士会
後援 京都・滋賀 理学療法士会、作業療法士会
・発信拠点（事務局） 京都岡本記念病院 依頼書送付済
・費用分担
滋賀県士会・滋賀 JRAT「滋賀ＪＲＡＴについて」講師 川上寿一先生分謝金
京都府士会 佐藤先生分謝金（部長クラス 30,000 円）
京都ＪＲＡＴ 研修準備に係る会議費と研修会の日当、交通費、備品等費用
＊次年度、災害対策部と地域局協働事業予定 担当理事の方はぜひご参加を

３、学術局：
①新人教育部
第 3,4,5 回研修会（12 月 20 日）
褥瘡予防のためのポジショニング C-4、田中マキ子先生：参加者数 51 名
クリニカルリーズニング B-2、建内宏重先生：参加者数 33 名
症例報告・発表の仕方 B-4、奥山紘平先生：参加者数 33 名
・学術局：予定通り研修会実施中 問題なく経過
②新人発表部
第 1,2 回研修会（12 月 20 日）
研究方法論（EBPT 含む）～研究的思考とは～ D-3、浅井剛先生（神戸学院大学）
：参加者数 55 名
統計方法論 ～怖くない統計学と臨床研究～ B-3、加葉田大志朗先生（大阪市立大学）
：参加者数 45 名
③生涯学習部
第 2,3 回研修会（12 月 13 日）
ニューロリハビリテーションと運動機能の再建、牛場潤一先生(慶應義塾) ：参加者数 58 名
呼吸疾患の集中治療から在宅復帰までの道筋、神津玲先生(長崎大学)：参加者数 49 名
④会誌編集部、⑤北部研修部：報告なし
４、地域局
プレ会議終了（北部 11/30 中丹・乙訓・山城 12/23 市域 12/25）
【内容】
1)顔合わせ
2)ブロック化の再確認（経緯、方向性、目的、計画、担当理事）
目的 「理学療法士間のつながり」
「他・多職種とのつながり」「地域の窓口」
3)圏域の実情把握 既存ネットワーク等
4)意見交換 （地域人材、協働、アンケート、ブロックイベント等）
5)今後について
【意見抜粋】
・府＆圏域支援センターとブロック活動が事業の違いを補完しながら齟齬を起こさないよう進めていく
・OT 士会、ST 士会、三療法士会との連携も重要
・PT 間の横のつながり（病期別、分野別＊ 疾患別、キャリア別 特に若手、中堅）に期待
＊小児分野、障害児・者の卒業後支援、高次脳機能 などのネットワーク
・メーリングリスト（情報集約と更新）の必要性
・担当理事とブロック長（リーダー）の役割の違いを明確にする
・ブロック長（リーダー）の趣旨を明確にし、選出時には配慮を
・アンケート まずは意識調査から 内容このままで
５、委員会
①50 周年記念事業委員会
記念式典日時：2021 年 11 月 28 日(日)(場所・時間については未定)
・委員会：50 周年記念事業委員会 今のところ対面の予定 場所はリーガロイヤルホテル
②認知症対策委員会
研修会 2021 年 1 月 24 日（日） 1 月 5 日（火）現在 20 名の応募
１月 4 日発送予定分に案内チラシを再度同梱して頂く予定
・30 名応募あり（1 月 14 日現在）
③表彰審査委員会
1)表彰審査に関わるデータベースを事務所にもご協力頂きながら作成に着手。
2)令和２年度 第 49 回医療功労賞（読売新聞社） 12 月 28 日付 大城春美先生受賞決定いたしました。
1 月 19 日（火）読売新聞社より大城先生へ取材の予定
3)2020 年度協会賞 京都府理学療法士会 2 名推薦の連絡がありました（2020 年 12 月 28 日）
。
前回の会議でのご報告通り 島浩人先生、石井光昭先生を推薦させて頂きます。
日本理学療法士協会より推薦の依頼は後日頂けるとの事です。

６、その他
① 近畿ブロック
・士会長会議
・事務局長会議
・学術局長会議
・社会局長会議
・災害対策会議
・倫理委員会
・連盟会議

各会議日程
麻田
苅谷
堀江
江平
田後・万谷
中本

2 月 7 日（日）
1 月 21 日（木）
1 月 11 日（月）
1 月 26 日(火）
1 月 26 日（火）
1 月 9 日（土）
1 月 19 日（火）

グランキューブ大阪にて
ＷＥＢ開催
ＷＥＢ開催
ＷＥＢ開催
ＷＥＢ開催
ＷＥＢ開催
ＷＥＢ開催

②メール審議事項（第 7 回理事会後～第 8 回理事会開催まで）
1）FB のプロフィール画像など掲載について
⇒プロフィール写真をロゴの御所車に設定する
背景を研修会の写真などに設定する
背景を京都らしい写真に設定する
2）1 月 27 日 19:30〜21:00
⇒理事より承認あり

協会指定管理者（初級）研修開催の承認について

★討議事項
１、事務局：
①総務部：
1）事務員正社員雇用について：別紙②
⇒年俸制を含めた提案を行うことについて承認。
月給制と年俸制のすみわけや条件面等について、社労士に確認を行う。
2）各部作業費計上の基準について：別紙②
別紙に沿って承認された。今年度は作業時間を確認し、後日総務から配信されるフォーマットに記載を行う。
②広報部：
広報紙 NOW について：印刷・郵送の形式からメールマガジンによる配信方法の変更について：別紙③
⇒メールマガジン配信について承認された。紙媒体の時点でどれだけ読まれているか、登録アドレスに届くの
かなど確認・対処法の検討を行う。
２、社会局：
①保険部
・動画研修について
12 月に各理事に動画視聴していただきご指導いただいた部分の修正を 1 月中に実施し完成次第公開したいと
考えております。
公開方法としては、ホームページ・LINE にて動画 URL を紹介、動画は YouTube にて限定公開を予定。
公開方法、期間などについてご意見お願いします。
⇒承認。
YouTube は限定公開の予定 公開期間は内容に問題なければアーカイブに置いておく予定
動画を参考にしたうえで、適時調査等で指摘を受けることも考えられるため、その責任については負えない旨
表記する必要性あり。
②職能部
・次年度のネットワークミーティングの講師候補について承認お願いします。
○管理職ネットワークミーティング
テーマ「新人理学療法士職員研修ガイドラインについて（仮）」
講師候補：白石浩先生（今津赤十字病院）
○在宅ケアネットワークミーティング
場所：文化パルク城陽（予定）
内容：症例検討(ケアマネと療法士からの視点)
講師候補： 森 恵子先生（ケアプランセンタースイート）
玉置 透馬先生（メディケア・リハビリ訪問看護ステーション城陽）
⇒承認
今後は社会局会議であらかじめ講師選定と局承認をとり、事業計画案やメール審議にて理事会提出とする。

③公益事業部
R3 年度 府民公開講座について（案）
1)Web 公開講座：リアルタイムに講義を聞いていただく（Zoom 等利用）
後日アーカイブ配信を期間限定で行う
2)ミニレクチャーを動画にまとめて YouTube 配信する。
内容案：住民主体型の介護予防の紹介と体操実演(要望があれば窓口となるアナウンスも入れる)
※対象としている高齢者の方々に、見ていただく為にどのような工夫が必要か検討中
⇒検討内容
Zoom 利用可能であれば臨場感があり良い Zoom が利用できない人もいることを考慮すると YouTube が効果
的でありどちらも採用するのがいいのでは
Zoom を利用する場合は target を変えてみるのも検討の余地あり
YouTube は著作権に注意が必要であり講演内容が制限される可能性あり。
講師：関西福祉大学 重森健太先生に依頼を検討している
３、学術局：
①来年度の研修会参加費について
⇒来年度は全てオンラインの予定を検討⇒無料開催とする
技術研修会は対面の実技研修で 4000 円とし、Zoom で行った場合も有料とする。
研修会全般は予算案としては上記で作成し、予算上組めない場合は有料を検討する。
上記承認について承認された。
②会誌編集部
2021 年度、理学療法京都、編集委員会の人選について
編集委員会の位置づけについて
⇒以下 8 名を委員とし、査読・編集を行う。
堀江、安彦、中野（以上、京都橘大学）
、真下（舞鶴赤十字病院）
、建内（京都大学）、宮坂（京大病院）、出見
世（三菱京都病院）
、若田（上京診療所）
⇒承認
今後独立した委員会にするか検討を行う
③新人教育部
今年度の新人技術講習会（2 月 13，14 日）ですが、昨今のコロナの状況を鑑み中止と
させていただきたいと思います。
⇒緊急事態宣言を受けて中止とすることで承認。
新人発表部、生涯学習部、北部研修部；議題なし
４、地域局：議題なし
５、委員会：議題なし
６、その他
①京都府理学療法士会として携帯電話 1 台の契約をして頂きたい。
現在、一般市民向けの講演等では当日の連絡先として部員の個人の携帯を知らせている現状。
個人情報の保護及び連絡の確保に為士会としての契約・レンタルがあればよいと思われる。
⇒契約で承認
月額 1000～2000 円台でそれ以上であれば再度承認を得る。
②シルバーリハビリ体操 オンラインフェスティバル
集団で集まっての参加は緊急事態宣言下の京都には合わないため、個人での参加閲覧が可能か主催者に確認を
行う。可能であれば内容含めて改めてメール審議を行う。
③実習指導者講習会
緊急事態宣言を受けて今年度中止とする⇒承認
Web 開催で講習会として要件が認められるか協会等に確認を行う。
来年度の予定は 8 月までには立てたい。

④次年度の計画案をもっと早くに立てる事は出来ないか？
学術局での講師選定も含め、年内位で次年度の計画が立てられれば事業が行ないやすい。
⇒今後三役会にて計画案早期提出の問題がないか検討する。
今後のスケジュールについて
三役会： 理事会の前週の月曜日
理事会： 2 月 18 日（木）
3 月 11 日（木）
監 査： 5 月 10 日（月）
（開催方法については今後検討予定）
総会：2021 年 6 月 27 日(日)
※仮決算・予算案・計画案提出〆切：1 月 22 日（金）(事務所提出前に局長に確認を！)

